
大 会 次 第 
 

 

１．入  場     役員集合  ８：３０       １階出入口より 

監督・審判 ８：４５       １階出入口より 

           個人戦選手 ９：００       ２階ガラス扉出入口より 

個人戦応援 ９：１５       ２階ガラス扉出入口より 

団体戦選手 ９：００～１０：３０ ２階ガラス扉出入口より 

団体戦応援 個人戦表彰終了後   ２階ガラス扉出入口より 

 

 

２．受  付     監督・審判 ８：４５～９：３０ （１階ホール） 

           個人戦応援 ９：１５～９：４０ （２階エントランスホール） 

           団体戦応援 個人戦表彰終了後～ 

 

 

３．個人戦開始式    ９：４５～９：５５ 

 （１）審判長注意   安藤 守先生（横浜市立都田中学校） 

 （２）諸注意     県西ブロック  齊藤 大悟 先生（南足柄市立足柄台中学校） 

 

 

４．個 人 戦      １０：００～１１：００（成績発表及び表彰含む） 

※試合開始時間は目安です。試合の進行具合により、時間が前後する場合や、試合場

の変更もありますので、ご注意ください。 

 

 

５．昼食・休憩     １１：００～１１：３０ 

 

 

６．団体戦開始式    １１：３０～１１：４０ 

 （１）審判長注意   安藤 守先生（横浜市立都田中学校） 

 （２）諸注意     県西ブロック  齊藤 大悟 先生（南足柄市立足柄台中学校） 

 

 

７．団 体 戦      １１：４５～１５：３０（成績発表及び表彰含む） 

 ※試合開始時間は目安です。試合の進行具合により、時間が前後する場合や、試合場

の変更もありますので、ご注意ください。 

 



令和３年度（公財）日本中学校体育連盟剣道競技部申し合わせ事項  
 

申し合わせ事項は「剣道試合・審判規則第１条」に基づくものであり、規定外の事態は 

一般社会の常識で判断するものである。  

 
【剣道試合・審判規則に関わる事項】        
１ サポーター等（足袋、テーピング、コルセットを含む）の使用 
（１） 医療上必要と認められた場合に限り使用を認める。使用する場合は届け出た上で、使用する。 

        （成長過程における現状を把握するため） 
 （２） サポーターなどは、肘、膝などにつける物を足につけたり、ゴムや革及び滑り止めを底に張

った物等の使用は禁止する。（相手に危害・公正さの観点から）   
  （３） 指先単独でのテーピングは届け出は不要とする。   
  （４） 届け出と違う物を使用した場合は、替えさせる。 
 
２ 面 
（１） 面金を黒塗りにした面など、通常の配色でない面の使用を禁止する。 

     ただし、日常の稽古や練習試合での使用については特に制限を設けない。 
 
３ 竹  刀 
 （１） 平成１０年１１月１０日付 全剣連指導指針「竹刀の先革先端最小直径値計測方法」による。    
 （２） 平成３１年４月１日改正、全剣連剣道試合・審判運営要領「ちくとうの最小直径値の計測方

法」による。 
  （３） 不正竹刀を使用した場合は、試合規則第１９条１、２、３を適用する。ただし、予選リーグ

においては補員の起用は認めない。決勝トーナメント戦においては、次の試合から補員の起用
を認める。    

  （４） 不正竹刀とは、「ビニールやセロテープを巻いた物」「異物(先革の芯、柄頭のチギリ以外の
物)を混入した物」「検印のない物」を指す。           

 
４ 公正を害する行為  
（１） 「変形な構え等の防御態勢」をとった場合は、１回目は「合議」の上、「指導」、２回目以

降は「合議」の上、「反則」とする。 
 
５ 突  き  技   
（１） 禁止として反則とすることもある。(技としては反則とする)                    

 
６ 上  段 
（１）上段の構えはとらせない。隻腕についてはその都度協議する。                       

 
７ 二  刀 
（１） 使用させない。                                                            

 
８ 片  手  打  ち 
（１） 有効打突としない。                                                        

 
９ 試  合  開  始   
（１） 主審の「始め」の宣告で完全に立ち上がって開始させる。(不適切な場合は、指導する)  

 
10 主審の宣告    
（１） 反則の宣告が簡略化されたが、（公財）日本中体連剣道競技部では「第３章第３７条」～特

に宣告に際し必要を認めた場合は、その理由を述べることができる～を教育的配慮として適用
する。                

 
【試合運営に関わる事項】 
１ 試合者要領    
 （１） 団体戦では、先鋒戦及び最後の試合者の対戦の場合、監督、選手ともに正座する。 

個人戦においての監督も同じとする。 
 
２ 華美への配慮   
 （１） 校名・校章等の刺繍（剣道着・袴）は、大きさ、色を含めて華美にならないように配慮する。 
  （２） 面乳革は、大きさ、色、模様を含めて華美にならないように配慮し、色は黒色または紺色と

する。 
 （３） 柄革は、滑り止め（ゴム等）や模様等のない無地のもので、白色とする。 
        ※  ただし、日常の稽古や練習試合での使用については、その限りではない。 
        ※ 柄革の上端（折り返し部分）の色・模様については、特に制限を設けない。 
        ※  滑り止め（ゴム等）のついた柄革の使用は禁止する。 



申し合わせ事項解説 

  「４  公正を害する行為」について 
・ 「変形な構え等の防御姿勢」をとった場合は、１回目は「合議」の上、「指導」、 

         ２回目以降は「合議」の上、「反則」とする。 

 

変形な構えについての共通理解事項  （平成２４年度作成） 

 

（１） 「変形な構え」とは                           

・ 左拳を概ね目線より上にして、面・右小手・右胴を同時に防御する形をいう。 

 

（２） 「指導・反則」とならない場合 

・ 中段の構え等からの「応じ技」途中の姿勢 

・ 鍔競り合いや体当たりでの「身体的圧力」及び「攻め」による一瞬の崩れ 

 

  （３） 見極めの留意事項 

     ・ 「変形な構え」に近い形が認められても左拳の高さが目線に達していない場

合が多いので、左拳の位置を確認の基準にする。また、剣先（けんせん）が下

がっているかどうかをよく見極める。 

      ・ 「変形な構え」で相手の打ちを待つ状態が確認された場合は、後から技が出

ても「応じ技」途中の姿勢とは判断しない。 

 

【指導・反則の宣告方法】 

 ◇ 主審が合議をかける（主審の専決事項） 

（１） 「指導」をとる場合 

主審は選手を開始線に戻し「指導」をとる選手に近づき、審判旗を右手に持 

   ち左手拳を明確に頭上（目の位置より高く）に上げ、「変形な構え」が認められ 

   たため「指導」をとることを説明する。次に定位置に戻り審判旗を一方に持ち、 

宣告を行う側の選手に対し、指を揃え手の平を内側にして、指先で概ね選手の 

前垂を指すように腕を上げ、「指導」と発声し宣告を行う。 

 

（２） 「反則」をとる場合 

「指導」と同じ要領で「反則」をとることを説明する。次に主審は定位置に 

   戻り、他の反則と同じ要領で、旗を斜め下方に上げ、「反則〇回」と宣告する。 

 

（３） 確認事項 

      ・ １回目は「合議」の上「指導」、２回目以降は「合議」の上「反則」とする。 

           

【掲示板への記入方法】 

     赤色地に白抜き文字「指」を掲示する。 

   「公正を害する変形な構え」の指導は１回のみ。次からは反則となり、掲示板の 

指は残し、▲（反則）を新たに掲示していく。 

 

 



【「変形な構え」を指導・反則事項とした理由】 

 生涯剣道のために大切な基礎基本を身につけなければならない中学生の時期に 

防御の効率のみを優先して、左拳を極端に身体の中心から外して防御に頼ること 

は、剣道の正しい修得を妨げるものである。剣道は一方を防御すれば一方に隙が 

生じ、打つときは打たれるときである。その緊張感と迷いを鍛錬と経験則による 

瞬時の判断で拭ききって勝負に出るところに醍醐味がある。 

  したがって、特に「突き技」を禁止している中学生の試合では、三カ所を同時 

に防御するという「変形な構え」は、左手が定まらないという見苦しさだけでな 

く、心の面でも剣道の良さを否定することにつながるものである。更には、いた 

ずらに試合時間を引き延ばす結果にもなっている。 

 以上の理由により（公財）日本中学校体育連盟剣道競技部では「変形な構え」 

を指導・反則とした。 

 

 

 

 

 「６ 上  段」について 

   ・上段の構えはとらせない。隻腕についてはその都度協議する。 

 

隻腕についての共通理解事項 （平成２３年度作成） 

  

各都道府県で、隻腕の競技者が確認された際は、速やかに専門委員長がブロック長へ 

報告するとともに、「構えが公正を害する行為」とならないよう指導する。   

 

○ 「構えが公正を害する行為」となるとは 

   片手上段で面を防御するとともに、竹刀の鍔元を所持して柄で小手を防御し、一方 

の腕（小手・袖等）で胴を防御するなど、三カ所を同時に防御することをいう。 

 

○ 指導する理由 

・ 中学生には「突き技」を禁止している。 

・ 中段の構えにおいても「面」「小手」「胴」を同時に防御する「変形な構え」を 

とった場合は「指導」「反則」の対象となる。 

・ 公平性、平等性等を考慮し、下記の指導をする。 

 

○ 指導内容 

・ 竹刀の柄頭を所持し構えるよう指導する。 

・ 「鍔ぜり合い」及び「打つ直前」の鍔元所持は良い。 

 

※ 上記の指導は大会直前では、競技者の身体的精神的負担が大きいので、極力早期に 

報告と指導を行い、監督や競技者が練習に生かせるよう配慮する。 

 

 

 



令和３年度「重点指導事項」について（お願い）  
 
 令和元年度第４９回全国中学校剣道大会の運営及び試合・審判についての反
省と今まで引き継がれてきた課題から、次年度の神奈川大会に向けて「重点指
導事項」を策定いたしました。  
 つきましては、下記の項目について、各都道府県の大会や強化会・講習会等
での積極的な指導をお願いします。  
 

記  
 
１  申し合わせ事項についての徹底  
（１） 「申し合わせ事項」（別紙）についてのご理解とご協力、指導の徹

底をお願いします。   

  用具・着装全般（文字等を含む）について従来の伝統的な色や形を
安易に変える傾向が若干見られますが、極力「申し合わせ事項」には加
えず「指導」の形で対応します。規則に固執することなく「質実」という伝  
統文化の良さを積極的にご活用いただき、ご協力をお願いいたします。 

 
２  礼法について  
（１） 蹲踞の「始め」と「終わり」を正確・丁寧に行う。  

※ 「始め」抜きながら蹲踞する。  
     ※ 「終わり」納刀した後、右手を右太股においてから立ち上がる。  
    ◇ 詳しくは、剣道指導要領Ｐ４４、４５参照  
 
（２） 団体の礼の前後や選手交替時における余計な所作は改める。  

     ※ 円陣を組んでの発声やパフォーマンス・胴づき、握手など  
     ◇ 全日本剣道連盟剣道試合・審判運営要領「その他の要領」５項参照  
 
３  その他  
（１） 危険かつ見苦しい暴力的行為は、厳に慎むようご指導ください。    
 

  （２） 「安易に左拳を中心線から外す防御姿勢をとらせない」いわゆる「公
正を害する変形な構え」について、今後も継続してご指導ください。  

 
  （３）  「鍔競り合いの解消途中」で時間空費が目的と思われる打ちを継続      

する場面が見受けられます。反則行為としてご指導ください。  
                        
 （４）  面紐の長さは結び目から４０センチメートル以下です。長いものが  
    多く見受けられました。また、結び目の位置が上過ぎて試合途中で面  

が外れる場面がありました。危険防止として適切な位置で結ぶよう、  
今後も継続してご指導ください。  

     ◇ 剣道試合・審判・運営要領の手引きＰ２５参照  
 
（５） 袴など華美なものが見受けられました。華美にならぬようご指導く  
   ださい。また、学校代表として出場している大会においては、学校名、 
      校章等の刺繍やワッペン以外、剣道着の袖につけたり、入れたりしな  
      ようにしてください。袴の裾には刺繍やワッペンをつけないでくださ

い。  
 
  （６）  試合者の名札は、生徒役員が判読しやすい字体にしてください。    
 
 （７）  試合者が、試合中に中止要請をする場合、「タイム」と発声するよ      

うご指導ください。  
 
  付記 本件についての問い合わせ先  

（公財）日本中学校体育連盟  

     剣道競技部長   國原 宣昌  

 福島県福島市立北信中学校内  

 ＴＥＬ  ０２４（５５３）５０４９  



 



                                                       令和３年 ４月２６日 

（公財）日本中学校体育連盟 

   剣道競技部 各ブロック長 様 

   各都道府県剣道競技委員長（部長）様 

   各中学校剣道部顧問       様 

                                         （公財）日本中学校体育連盟 

                                                 剣道競技部長 國原 宣昌 

                                                                 （公印省略） 

 

令和３年度「重点指導事項」及び抽選方法について 

 

 晩春の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 日頃より、本連盟剣道競技部の活動に対しまして、ご理解とご協力を賜り深く感謝申

し上げます。さて、すでに令和２年１０月１日付け、令２日中体第１１１号にて、令和

３年度「申し合わせ事項」「重点指導事項」等について送付しております。更に、令和

２年１０月２２日付け、『全剣連発出「主催大会実施にあたってのガイドライン」を受

けての試合・審判に関する統一事項（通知）』及び本年２月には、その解説映像を配布

いたしました。 

 つきましては、改めて下記の事項について、全国の各中学校剣道部において、適切な

指導が実施できますようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１  重点指導事項について 
 

（１） 「安易に左拳を中心線から外す防御姿勢をとらせない」いわゆる「公正を害 

する変形な構え」について、今後も継続してご指導ください。 

（２） 「鍔競り合いの解消途中」で時間空費が目的と思われる打ちを継続する場面 

が見受けられます。反則行為としてご指導ください。 

（３） 危険かつ見苦しい暴力的行為は、厳に慎むようご指導ください。 

※ 上記については、厳しく反則を取りますので、くれぐれも事前に生徒へのご指導 

をよろしくお願いいたします。 

 

※ また、以下は追加の指導項目となります。こちらについても試合者、審判員への 

周知を図り、統一感を持って試合・審判にあたるようご指導ください。 

（４） 『全剣連発出「主催大会実施にあたってのガイドライン」を受けての試合・審 

  判に関する統一事項』について、令和２年１０月２２日付け通知文及び、令和３ 

年２月配布、解説映像（ＤＶＤ）を活用し、ご指導ください。 

 

２  抽選方法について 
 

平成２７年度から、全国中学校剣道大会ではパソコンによる組み合わせ抽選を行っ 

 ています。令和３年度の大会も、団体戦において、ベスト１６に勝ち上がった学校に

よる抽選を行い、それ以降のトーナメントを決定します。 



                                                       令和２年１０月 １日 
 
（公財）日本中学校体育連盟 
   剣道競技部 各ブロック長 様 
   各都道府県剣道専門委員長（部長）様 
   各中学校剣道部顧問       様 
                       （公財）日本中学校体育連盟 
                           剣道競技部長 國原 宣昌 
                                                                （公印省略） 

 

 

剣道部活動における竹刀の安全及び事故防止について（通知） 

 

 

 秋冷の候、皆さまにおかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 日頃より、（公財）日本中学校体育連盟剣道競技部の活動に対しまして、ご理解とご
協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、昨年１０月１日付けで、「剣道部活動における竹刀の安全及び事故防止につい
て」の通知を出したところです。 

 昨年度は、活動中の竹刀破損による重大事故が発生しております。破損した竹刀を使
用させないこと、また、使用中に破損することも想定し、常日頃から、十分なる点検整
備を習慣化する必要があると考えます。 

 つきましては、生徒の安全と生命を守る観点から、各校におかれましても、再度、下
記の内容等に留意され、事故防止に万全を期すよう、お願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 稽古において 

 （１） 竹刀点検の徹底 (開始前・休憩時・終了時・稽古中も適時） 

    ・ 破損(ささくれ等)、不備（先革破損・弦及び中結のゆるみ）のものは使わ 

せない。 

 （２） 剣道具の確認 

    ・ 面金（物見部分）が変形し幅が広くなっているようなものは使わせない。 

面紐の結び目が高い生徒は直すよう指導する。 

 

２ 大会・錬成会等において 

 （１） 公式戦（県大会・各地区予選会）での対応 

    ・ 竹刀検量を実施し、検量を合格した竹刀のみ使用可とする。 

 （２） 顧問・監督・外部指導者等による竹刀点検の実施 

    ・ アップ開始前及び試合開始前に点検を行う。検量済み竹刀も同様。 

 （３） 破損・不備等ある竹刀の没収 

    ・ 竹刀検量時に確認し預かる等の処置を行う。大会終了後に返却する。 

 （４） 活動方法の工夫 

    ・ 会場の広さに応じた適切な人数や活動形態を工夫し、稽古や試合ができる 

ようにする。 

  

３ 日々の活動を通して 

 （１） 竹刀点検の習慣化 

    ・ 竹刀の状態を常に保守点検する習慣を身に付けられるように指導する。 

 （２） 剣道具を正しく装着 

    ・ 剣道着、袴、剣道具を正しく装着できるよう指導する。 

 



                                                       令和２年１０月 １日 

 

（公財）日本中学校体育連盟 

   剣道競技部 各ブロック長 様 

   各都道府県剣道専門委員長（部長）様 

   各中学校剣道部顧問       様 

                          （公財）日本中学校体育連盟 

                           剣道競技部長 國原 宣昌 

                                                                （公印省略） 

 

剣道部活動における適切な指導について（通知） 

 

 秋冷の候、貴職におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 日頃より、（公財）日本中学校体育連盟剣道競技部に格別のご協力とご支援を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

 さて、（公財）日本中学校体育連盟剣道競技部では、昨年１０月 1日付けで「剣道部

活動における適切な指導について」の通知を出したところです。 

 つきましては、改めて下記の「剣道部活動における適切な指導」について、関係の皆

様に御確認いただき、全国の各中学校剣道部において、適切な指導が実施されますよう

お願いいたします。 

 

記 

 

（１） 生徒の人格や人権、自主性の尊重 

        部員の人格を否定したり、人権を侵害する体罰や暴言は、生徒や保護者との信 

頼関係を著しく損ない、重大な問題へと発展してしまいます。部員一人一人の個 

性を尊重し、「剣道の稽古を通して人を育てる」ことを心がけてください。 

 

（２） 発達段階を考慮した稽古 

       部員の発育・発達段階によって、目的、頻度、運動強度、持続時間、稽古の種 

類などを組み立てることが大切です。これらを無視した稽古やトレーニングは、 

障害や意欲低下を招くおそれがあります。生涯にわたって剣道を愛好していける 

よう、適切な指導を心がけてください。 

 

（３） 勝利至上主義に陥らない 

        多くの指導者や部員が「勝利」を目指し、毎日稽古に励んでいます。 

        勝利を目指して努力することは、学ぶべき多くの要素がありますが、「手段を 

選ばず、ただ勝てばよい」という考えが先行し、指導者の要求レベルが高過ぎる 

と、部員を追い込み、体罰や暴言といったトラブルが発生しがちです。指導者と 

部員の信頼関係を築きながら、チーム目標や個人目標を確認・尊重して、将来的 

な人格の形成を見据えて指導にあたるよう心がけてください。 

 

 ※ 以上、部員が日常の稽古や試合を通して、心と体のバランスを保ちつつ、「剣道 

を続けて良かった」と感謝できる環境づくりを是非ともお願いいたします。 

  



 

神奈川県中学校体育連盟剣道専門部 

大 会 注 意 事 項  
 

（１）受付は、必ず当該校校長・教員である顧問の先生もしくは、部活動指導員が行うこ

と。（保護者・地域指導者（外部指導者）は不可） 

※引率者のない学校については受け付けない。 

（２）登録について 

登録メンバーのオーダー変更は認めない。 

メンバー変更は補員を起用する場合のみとし、その旨を監督が試合場主任に申し出る。 

変更後は抜けた生徒の復帰は認めない。また、いかなる場合でもポジションの変更は認めない。 

   ５人未満チ－ムについて、４人チ－ムは次鋒を、３人チ－ムは次鋒、副将を除く。なお、当日選手が欠場

のために３人以下となった場合、補員は優先順位（大将、先鋒、中堅、副将、次鋒）に従って補充する。 

（３）代表戦の出場者は、登録メンバー7 人の中から選ぶことができる。 

   補員を選んだ場合、次の試合のその補員のポジションは補員のままである。 

（４）試合について 

【着装の徹底】 

・剣道具の紐はきちんと締め、面紐は結び目から４０㎝以内の長さとする。 

結ぶ位置は、物見と同じ高さにする。転倒時のクッションの役割もするので、 

この高さにない場合は、試合を止めて結び直させる。 

・校名・校章等の刺繍（剣道着・袴）は、大きさ、色を含めて華美にならない 

よう配慮する。面金を黒塗りにした面など、通常の配色でない面の使用を 

禁止する。面紐・胴紐は、紺色系か白色がふさわしく華美にならないよう 

配慮する。面乳革は、大きさ、色、模模様を含めて華美にならないように 

配慮し、色は黒色または紺色とする。 

・サポーター等（足袋、テーピング、コルセットを含む）の使用は、医療上 

必要と認められた場合に限り使用を認める。滑り止め（補強の布地も 

滑り止めと判断される場合もあるので、あいまいなものは避ける）の 

ついているものは使えない。（使用の際は、試合場主任（審判主任）に 

事前に申し出る。） 

【 名 札 】様式は、次のものに統一する。 

       黒または紺の布地に白の文字で学校名や個人名のみを記述する。 

道場名およびポジション名のものは不可。 

       同姓の場合は右下に名前を明記する。（区別ができるように） 

       中学校以外の場合は略称を「中」の代わりに用いる。 

        ※○○中等学校   → ○○中等  

         ○○義務教育学校 → ○○義務 

〇〇中 

〇 

〇 
〇 



【竹刀の検定】 

・化学繊維竹刀の使用を認める。 

        重量＝男子 440ｇ以上 女子 400ｇ以上 長さ＝ 114 ㎝以内 

                太さ（先革部）＝男子 25 ㎜以上   女子 24 ㎜以上 

・破損したもの、破損箇所をテープ等で補強したものは使用しない。 

・柄革は、滑り止め（ゴム等）や模様等のない無地のもので、白色とする。 

・鍔の色は、白・革色とし、直径９cm 以下とする。 

・竹刀先端より 8.0 センチメートルのちくとう対角最小直径に関する 

  ＝男子 20 ㎜以上   女子 １９㎜以上 

【 目 印 】 

・紅白の目印は各校で用意する。 

      ・幅５㎝、長さは７０㎝。 

【 整 列 】 

・団体戦の整列は、審判員側に先鋒が位置する。整列時・開始時は、 

先鋒・次鋒、終了時は大将のみが面・甲手をつけ、竹刀を持つ。 

      ・正面への礼は、第１試合および決勝戦のみとする。 

      ・待機場所への入退場は、必ず全員そろって礼をおこなう。 

【 試合中 】 

・控えの選手は、試合場から少し離れて座る。次の選手は立ってもよいが、 

試合場のすみに控える。先鋒、大将戦の時は、正座をする。 

・試合者は審判が移動し、所定の位置につくまで試合場に入ってはならない。 

・試合者は、３歩で蹲踞できる位置まで試合場に入り、その位置で互いに 

礼をする。礼は相互同時に行い、一方的にならないようにする。 

・故障で足袋やテーピングをする場合は、その旨を監督が 

試合場主任（審判主任）に申し出る。 

      ・タイムを要求する場合は、間合いを切ったうえではっきりと主審に 

申し出る。独断で試合を中断してはならない。 

      ・ストップウォッチ等を試合場に持ち込まない。腕時計も着用しない。 

       撮影も行わない。 

      ・応援は拍手のみで行い、声を出しての指示や声援はしない。 

      ・相手選手の人格を尊重し、勝敗のいかんにかかわらず常にさわやかな 

態度に終始すること。 

      ・個人戦・団体戦の代表者戦は、延長は勝敗の決するまで無制限で行う。ただし、熱中症対策の 

ため、試合開始から１５分（延長開始からではない）を目安に水分補給の時間を確保する。 

→新型ウイルス期間対策中は別に定めるとおりとする。 

      ・礼法については、１回戦より「神奈川関東方式」の礼法を行う。 

      ・選手の交代時に、胴つきや入れ替わりに必要のない行為は行わない。 

      ・その他、全日本剣道連盟「剣道試合・審判規則・細則」及び 

       （財）日本中学校体育連盟「剣道部申し合わせ事項」による。 



（５）会場について 

     ・試合前の練習等で外に出る場合は下履きを利用し、裸足での出入りは慎むこと。 

     ・試合会場内へのビン・缶類、菓子類の持ち込みは禁止する。 

     ・貴重品は、各学校個人の責任において管理する。 

     ・昼食その他のごみは、各学校・各自で持ち帰る。 

     ・その他、各会場による使用の仕方に従うこと。剣道を学ぶ者として恥ずかしくない行動を心掛けること。 

（６）審判員、監督、顧問服装 

・Y シャツ（半袖・白無地）→ボタンダウンは認めない。 

・ネクタイ（えんじ色）→全剣連の通達通り着用しない。（6 月～9 月） 

・ズボン （グレー無地） 

・靴下  （紺色） 

オーダーミスに対する措置について 

（１）試合開始前（そのポジションの試合開始の宣告の前）に発覚した場合は正規のオー

ダーに改めさせ、特に罰則は与えない。 

ただし、公印を押した申込用紙が大会要項・注意事項・申し合わせに則っていない 

ことが発覚した場合は、変更は認めず原則失格とする。 

（２）試合中あるいは試合後に発覚した場合は次のように措置する。 

例 次鋒戦の最中に先鋒と次鋒と副将のオーダーミスに気がついた。 

①その試合場の審判主任へ異議を申しでる 

②先鋒と次鋒と副将のオーダーミス。 

※先鋒、次鋒すべて、相手に二本を与えて負けとする。 

※先鋒、次鋒とも既得本数は認めない。 

※副将は正しいオーダーに変えて試合ができる。（先鋒・次鋒戦で出ていない場合） 

尚、試合後の発覚とはそのチームの団体戦が終了し、そのチームの次の団体戦が開始

するまでに発覚した場合をいう。（決勝戦の後は閉会式開始宣告まで） 

（３）トーナメント戦においては次のように措置する。 

※試合中に発覚した場合は、その時点で措置する。 

※試合後に発覚した場合は、直前のその試合に対して措置する。 

個人戦（違う者が出ていた）なら既取得権を剥奪し、その試合は即負け。試合後に発覚

した場合は、全ての試合を負けとするが、以前の対戦相手の順位は繰り上げない。 

（４）リーグ戦においては次のように措置する。 

（例えば、Ａ・Ｂ・Ｃ３チームのリーグ戦におけるＡ対Ｂの対戦で、Ａチームが先鋒と

次鋒のオーダーミスに次鋒戦で気がついた場合） 

※Ｂチームに対しては、先鋒、次鋒とも相手に２本を与えて負けとし、ともに既得本数は認めない。 

※Ｃチームに対しては、Ａ対Ｃの対戦がオーダーミス発覚の前後であっても先鋒、次鋒とも 

相手に２本を与えて負けとし、ともに既得本数は認めない。 

（５）オーダーミスのあったチームが勝ちあがった場合は次のように措置する。 

例えば、先鋒と次鋒のオーダーミス 

※ミスのあった２選手の以後の出場は認めない。 

※トーナメント戦においては補員の出場は認める。リーグ戦最中は補員の出場は認めない。 



試合放棄に対する措置について 

・大会において試合放棄が行われた場合、原則として以下の措置をとる。 

試合放棄とは事故や負傷などによる棄権ではなく、運営や判定に対する不満により、試

合を一方的に放棄した場合をいう。 

（１）試合放棄の事実確認及び事情聴取 

審判長または審判主任は、監督及び選手に対して試合放棄の事実を直接確認し、その事

情聴取にあたる。 

（２）競技場の取り扱い 

剣道試合・審判規則第３１条（棄権）、細則２８条にのっとり以下の通り処理する。 

①試合を放棄した者は負けとし、その後の試合に出場することができない。 

②個人戦においては、相手に２本を与えて負けとする。既得本数は認めない。 

③団体戦においては、相手チームに５勝１０本を与えて負けとし、既得本数は認めない。 

（リーグ戦においてはそのリーグすべての試合を、相手チームに５勝１０本を 

与えて負けとし、既得本数、既得権は認めない。） 

※補足：団体戦においては、チームとして試合放棄した場合とチーム内の 

一選手が試合を放棄した場合があり得るが、ともに上記③のとおり処置する。 

（３）試合放棄した個人または団体（監督も含め）に対する事後の指導措置 

中体連剣道専門部長は、副部長・競技力向上委員長と協議し当該者に対し指導を講ずる。 

 

不正竹刀に対する措置について 

（１）剣道試合・審判規則、剣道試合・審判細則、中体連申し合わせ事項、本紙面の注意

事項に則っていない竹刀は、不正竹刀とする 

（２）不正用具の使用者は負けとし、相手に 2 本を与え、既得本数および既得権を認めない。 

（３）上記措置は使用発見以前の試合までさかのぼらない。 

（４）使用が発見された者は、その後の試合を継続することができない。ただし、団体戦

における補員の出場は認める。 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナ対応 

『県中学校体育連盟主催各種大会実施に係る新型コロナウイルス感染防止 

ガイドライン（剣道専門部）』の通り、感染症対策に万全の注意を払う。 

  

 

 

 

・生徒は、剣道を学ぶものとして恥ずかしくない行動を心がけること。 

・顧問（監督）は、自校の生徒はもとより会場に来ている他校の生徒に対しても場面

に応じた指導を行うようお願いします。 



 

 

 



第６０回 神奈川県中学校剣道大会運営について 

大会運営を円滑に行うために、次の注意事項を守ってくださいますよう、各校で指導をお願い

します。 

 

（１）小田原市総合文化体育館・小田原アリーナは、当日は施設によって、一般の方の利用もあ

ります。剣道大会で使用する施設以外への立ち入りは禁止とします。ロビーなど一般の方

と共同で使う場所もありますので、剣道を学ぶ者として恥ずかしくない行動を心がけてく

ださい。また、観覧席とロビー以外は飲食禁止です。出したごみは必ずお持ち帰りくださ

いますよう、お願いします。 

 

（２）くつ袋を各自でご用意ください。また、雨天時には傘を入れる袋もご用意ください。 

 

（３）入場時間は以下の通りとなります。密を避けるため、早い時間から並ぶことのないように

ご協力をよろしくお願いいたします。 

・監督・顧問・・・８：４５頃（役員準備完了後） 

・個人戦選手・・・９：００ 

・個人戦応援の保護者・・・個人戦選手入場完了後 

・団体戦選手・・・９：００～１０：３０ 

・団体戦応援の保護者・・・１１：００頃（個人戦表彰終了後） 

なお、入場につきましては係員の指示にしたがってくださいますよう、ご協力をお願いしま

す。また、会場外での更衣はご遠慮ください。 

 

（４）竹刀検量・・・本大会では、竹刀検量を行いません。（感染症対策のため） 

 事前に各校で確認をしてください。なお、組み合わせて作った竹刀は、節

の違いにより隙間が空き、危険と見なされることがあります。また、竹刀

には必ず学校名・名前を記入してください。 

         （参考） 

          長さ １１４㎝以内 

          重さ 男子 ４４０g以上      女子 ４００g 以上 

          太さ 男子 ２５㎜以上（先端）    女子 ２４㎜以上（先端） 

                ２０㎜以上（ちくとう）     １９㎜以上（ちくとう） 

          先革の長さ ５０㎜以上 

          中結の位置 剣先から全長の約４分の１のところ 

 

（５）入場後、選手の更衣・・・男子：観覧席  女子：１F 更衣室 

       （男女ともに荷物は観覧席の椅子の下に置くようにして下さい。整理整頓を心が

け、紛失物が出ないようにしてください。ただし、貴重品を絶対に置かないよ

うにお願いします。） 

 

（６）感染症対策のため、応援の生徒の入場はできません。また、各校指定席となっております。

マナーを守って応援をしてください。 



 

（７）駐車場は一般の方も利用しますので、マナーを守ってご利用ください。また、会場付近の

道路の荷下ろしと選手の降車は渋滞や事故の原因になりますので、お控えくださいますよう

お願いします。 



関東大会出場校の決定について 
 

ベスト４決めで敗退したベスト８のチーム（４校）は総当り戦を行

い、上位２チームが関東大会に出場する。  

A ～  D は当日、代表生徒による抽選で決定する。  

 

試合は第３試合場・第７試合場を使って、下の表の順に行う。  

各校３試合連続で試合をする。  

 

 

関東大会出場校決定リーグ表  

 A B C D 勝ち点 勝者数 本数 順 位 

A         

B         

C         

D         

勝ち点は、勝ち：１点、引き分け：０．５点、負け：０点とする。  

 

＜  試  合  順  ＞  

本部席  

第５試合場  第１試合場  

第 1 試合   なし  第 1 試合   なし  

第 2 試合   準決勝②  第 2 試合   準決勝①  

第 3 試合   順位決定戦  第 3 試合   なし  

第７試合場  第３試合場  

第 1 試合   C －  D 第 1 試合   A －  B 

第 2 試合   B －  D 第 2 試合   A －  C 

第 3 試合   B －  C 第 3 試合   A －  D 

 



応援の皆様へ 

大会での応援の皆様へのお願い 

  令和３年度も神奈川県内で中学校の各種目の大会が開催されます。部活動は、生徒たち

が公正に行動し、進んで規則を守り、互いに協力して責任を果たすなどの社会生活に必要

な生活態度を身につけることを目的としています。 

  つきましては、大会参加生徒全員がすばらしい環境のもと全力でプレーできるように、

応援する皆様にも次の点にご留意いただけますようお願いいたします。 
 

○各会場使用のルール及びマナーをお守りください。 
 

１ ゴミは必ずご家庭まで持ち帰りください。 

（お借りしている施設や近隣住民の迷惑にならないようご協力 

をお願いいたします。） 
 

２ 会場・施設内は全面禁煙です。ご協力ください。また、その付

近においてもご遠慮ください。 
 

３ 会場・施設内でのフラッシュ撮影は、競技･演技の妨げになり

ますので行わないでください。 

（競技により、撮影の許可を受けなければならないものもあり 

ます。各会場での競技役員の指示に従ってください。） 
 

４ 生徒のプライバシー保護や肖像権および個人情報を守るため、

撮影した記録の取扱いにご注意ください。 

（SNSやインターネット等への投稿は、やめてください。） 
 

５ 各自で健康管理に十分ご留意ください。 

  （熱中症予防として、各自でこまめに水分補給や塩分補給等を 

心がけてください。） 
 

６ 会場へは電車、バスなどの公共交通機関をご利用ください。 

（応援の皆様方の駐車場を用意することができません。違法駐 

 車等は各会場の近隣住民に多大な迷惑をおかけすることにな 

ります。） 
 

生徒たちにとって思い出に残る素晴らしい大会になりますようご理解の

上、ご協力をお願いいたします。 

また、会場内での不審者・不審物については役員にお申し出ください。 

神奈川県中学校体育連盟 



応援の皆様へ 

大会当日の確認事項 

  

＜応援として来場できる保護者の方＞ 

 本大会に応援として来場していただける保護者の方は、選手１名につき保

護者１名となっております。 

 ※配付されたリストバンドの本数分の人数が応援として入館可能です。 

 ※高校関係者及び道場関係者の視察・応援等でリストバンドがない方の 

入場はできません。 

 

＜保護者受付について＞ 

○ 応援の保護者の方の入場時間は以下の通りとなります。 

・個人戦：９：００～の個人戦選手の入場が終了次第。 

・団体戦：１１：００～（予定）の団体戦出場選手アップ開始時。 

※座席は各校で割り振られています。密を避けるために、来場時間について

ご配慮ください。 

 

○ 入場時は受付にて「リストバンドの着用確認」と「健康状況確認書の回

収」を行いますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 ※リストバンドは以下の通りに色分けされています。個人戦と団体戦の両

方を応援される場合には、個人戦終了後一度ご退出いただき、リストバ

ンドを付け替え、再度入場をしていただくよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 ※リストバンドは手首に必ず着用してください。 

 ※同一のリストバンドを複数名で共有することはできません。 

 ※一度外したリストバンドによる入場はできません。 

  ・１日目：女子個人→黄、男子団体→青・黄 

  ・２日目：男子個人→緑、女子団体→赤・緑 

 

＜お子様の試合終了後について＞ 

○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防策の一環として、お子様の試

合が終了しましたら、速やかに会場をご退出していただきますよう、よ



ろしくお願いいたします。 

 

○ ご退出の際には、ご自身の座られた座席の消毒をしていただきます。消

毒スプレーとペーパータオル等をご持参ください。消毒で使用したペー

パータオル等は各家庭でお持ち帰りいただき、ご自宅で処分をお願いい

たします。 



県中学校体育連盟主催各種大会実施に係る新型コロナウイルス感染症防止ガイドライン 

令和２年８月  

神奈川県中学校体育連盟 

剣道専門部 

１ はじめに 

 本ガイドラインは、県中体連が、（公財）日本スポーツ協会の作成した「スポーツイベントの再

開に向けた感染拡大予防ガイドライン」に基づき、神奈川県教育委員会保健体育課の指導の下、神

奈川県中学校体育連盟の主催大会・各種事業等を再開するにあたっての基準や、感染予防のための

留意点、生徒等が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の対応等をまとめたものと、全日本剣

道連盟が作成した「対人稽古再開に向けたガイドライン」等に従って、感染防止対策を徹底し、安

全な大会運営・各種事業に取り組むためにまとめたものです。 

なお、本ガイドラインは、県中体連及び全日本剣道連盟が作成したガイドラインの変更等により、

適宜見直しを行うこととします。 

 

２ 県中体連主催事業再開に当たっての基本的な考え方 

 神奈川県のイベント開催や神奈川県及び各市町村の教育活動の方針に従うとともに、部活動が学

校教育の一環であることを踏まえ、次の条件を満たしていることを開催の条件とします。 

①学校教育活動が再開されている 

②部活動が再開され、安全確保の観点から 30日程度の練習期間を設けていること 

③種目ごとに実施方法（試合形式・入場生徒制限等）を工夫し最大限感染リスクを下げること 

④参加する生徒や保護者に基本的な考え方やリスクを周知し、理解を得ること 

⑤大会参加については生徒や保護者の意向を尊重すること 

⑥感染リスクへの対応が整わないと判断される場合は、中止又は延期すること 

⑦本県が緊急事態宣言の対象となった場合は、その内容を総合的に判断し、中止又は延期の検討

を行うこと。 

３ 大会開催時の感染防止策について 

この内容は、あくまで包括的な事項であり、各大会や種目の特性等を勘案して、適宜、感染防止

のための必要な取組を盛り込むこととします。 

（１）全般的な事項 

 【専門部】 

①感染防止のため各専門部が実施すべき事項や参加者が遵守すべき事項をあらかじめ整理し、チ

ェックリスト化したものを適切な場所（大会の受付場所等）に掲示すること 

②次の事項に該当する場合は、参加させないこと（大会当日に書面にて確認を行う） 

  ○体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛等風邪の症状がある場合） 

  ○同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

  ○過去 14日以内に新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合 

○過去 14日以内にクラスター発生施設への滞在歴がある場合 

○過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への 

渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

③感染症拡大防止の対策を徹底する（例：こまめな手洗い及び手指消毒ができる環境を整備する、

定期的な共用場所の消毒及び共用物の消毒を実施する、他の参加者や役員との距離（できるだ

け２メートル以上）を取れるよう工夫する等） 



④各事項がきちんと遵守されているか会場内を定期的に巡回・確認すること 

【生徒・顧問・専門部】 

⑤万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱いに十分注意しながら、当日の試合開始 

までに次のような対応を行うこと 

・生徒は、事前に保護者の承諾と、健康状況を別紙１にて顧問に提出する 

・顧問は、学校長の指示のもと、別紙２を作成し、当日の生徒及び自らの健康状況を把握した

上で別紙２を、大会当日に受付け等で専門部へ提出する 

・専門部は、参加役員一覧を作成し当日朝の時点で健康チェックを行う（別紙３）  

※非接触型体温計等を活用 

  ・専門部は、生徒・顧問・役員の体調を書面により確認し、提出された書面や大会当日の時程、

待機場所、運営の詳細等を、保存期間（少なくとも１ヶ月以上）を定めて保存する 

  ・顧問は、大会当日の時程、出席生徒の行動記録等を、保存期間（少なくとも１ヶ月以上）を

定めて保存する 

 ※ 別紙１ 「生徒の健康状況チェックシート及び参加確認書」 ※参加校が保管 

       （生徒の健康状況を確認し保護者の承諾書を含めたもの） 

  ※ 別紙２ 「参加校状況報告書」 ※専門部が保管 

        （顧問名で参加する生徒と顧問等の状況を把握した報告書） 

  ※ 別紙３ 「大会役員健康状況チェックシート」 ※専門部が保管 

        （役員等で当日の健康状態を把握した一覧） 

⑥大会に参加する全ての者（生徒・顧問・役員等会場内に入る者）は、競技中以外はマスクを着

用すること 

⑦新型コロナウイルス感染症を罹患及び罹患の疑いがある場合の対応は別紙４参照のこと 

 

（２）大会申込時の申合せ事項 

 生徒・保護者の大会参加への意見を尊重し、従来とおり、保護者の大会出場承諾書、大会参加

申込書（学校長出場承諾書）を用い、さらに次の事項について申し合わせること 

※事業計画書参照 

①生徒・顧問・役員等が次の事項に該当する場合は、参加の見合わせを求めること 

ア 体調がよくない場合 （例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

イ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

ウ 過去 14日以内に新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合 

エ 過去 14日以内にクラスター発生施設への滞在歴がある場合 

オ 過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ 

の渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合  

②マスクを持参すること（参加受付時や着替え時等の競技を行っていない際や会話をする際には

マスクを着用する） 

③こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること 

④他の参加者や役員等との距離（できるだけ２ｍ以上、競技の特殊性や施設などの事情で困難な 

場合も少なくとも１～２ｍ）を確保すること 

⑤大会中に大きな声で会話、応援等をしないこと 

⑥感染防止のために決めた措置を遵守し、指示に従うこと 

⑦新型コロナウイルス感染症を罹患及び罹患の疑いがある場合の対応（別紙４参照） 



⑧当面、無観客で開催、または大会規模や施設の利用制限等に応じ、人数制限を行うこと 

⑨当面、開閉会式は実施しないこと（実施する場合には、規模縮小、時間短縮を行うこと） 

 

（３）大会会場で準備すべき事項 

①手洗い場所  

ア 手洗い場には石鹸（ポンプ型が望ましい）を用意すること  

イ 「手洗いは 30秒以上」等の掲示をすること  

ウ 参加者には、手洗い後に手を拭くためのマイタオルを用意させること 

エ 手洗いが難しい場合は、 アルコール等の手指消毒剤を用意すること  

②更衣室、休憩・待機スペース  

ア 広さにはゆとりを持たせ、他の参加者と密になることを避けること  

イ ゆとりを持たせることが難しい場合は、一度に入室する参加者の数を制限する等の措置 

を講じること  

ウ 室内又はスペース内で複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ、ロッカーの 

取手、テーブル、イス等）については、こまめに消毒すること  

エ 換気扇を常に回す、換気用の小窓をあける等、換気に配慮すること 

③洗面所  

ア トイレ内の複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ、水洗トイレのレバー等）

については、こまめに消毒すること  

イ トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示すること  

ウ 手洗い場には石鹸（ポンプ型が望ましい）を用意すること  

エ 「手洗いは 30秒以上」等の掲示をすること 

オ 手洗い後に手を拭くためのマイタオルを用意させること 

④飲食 

ア 飲食物を手にする前に、手洗い、手指消毒を行うよう声を掛けること 

イ 飲食場所は広さにはゆとりを持たせ、他の者と密になることを避けること 

ウ 大会中の飲食は必要最低限にとどめ、指定場所以外で行わず、周囲の人となるべく距離 

を取って対面を避け、会話は控えめにすること 

エ 生徒の飲食は、参加校の責任において喫食させ、ゴミはすべて持ち帰らせること 

オ 飲料のペットボトル等の共用は厳に慎むこと  

⑤会場 

ア 大会を室内で実施する場合には、換気の悪い密閉空間とならないよう、十分な換気を行 

うこと  

イ 換気設備を適切に運転すること 

ウ 定期的に窓を開け外気を取り入れる等の換気を行うこと  

エ 当面、無観客で開催または大会規模や施設の利用制限等に応じ、人数制限を行うこと 

オ 怪我人の処置室とは別に体調不良者用の待機場所を設置すること 

⑥ゴミの廃棄  

ア 鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛り、ゴミを回収する人 

はマスクや手袋を着用すること  

イ マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手を洗い、手指消毒すること、ゴミはす 

べて持ち帰らせること 



 

（４）大会当日の受付時の留意事項  

①受付窓口には、手指消毒剤を設置すること  

②発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場しないように呼び掛けるこ 

と（状況によっては、発熱者を体温計などで特定し入場を制限することも考えられる） 

③人と人が対面する場所は、距離（できるだけ２ｍ以上）をとり、短時間で行うこうと。（状況に

よっては、アクリル板、透明ビニールカーテン、フェイスシールドなどで遮蔽することも考え

られる） 

④受付を行うスタッフには、マスクを着用させること 

 

（５）大会参加者への対応 

①体調の確認 

顧問から生徒と顧問について次の事項を記載した書面の提出を求めること 

ア 生徒と顧問については、学校長の指示のもと、大会２週間前から各学校で健康チェック等

に活用している「健康観察票」等と生徒の健康状況チェックシート及び参加確認書（別紙

１）で健康状況を把握し、大会当日に受付け等で健康状況を報告すること（別紙２） 

また、大会当日の時程、出席生徒の行動記録や住所、連絡先（電話番号）については、各 

校で把握し、感染が判明した時点で速やかに連絡できる体制を整えておくこと 

イ 大会当日の非接触型体温計等を活用した体温確認（受付時の３密を回避するため自宅での

検温も可とする） 

ウ 大会前２週間における以下の事項の有無（次の症状が数日間継続した時は、医療機関を受

診すること） 

・平熱を超える発熱  

・咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状  

・だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）  

・嗅覚や味覚の異常  

・体が重く感じる、疲れやすい等  

・新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無  

エ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合  

オ 過去 14日以内に新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合 

カ 過去 14日以内にクラスター発生施設への滞在歴がある場合 

キ 過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等 

への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合   

②マスク等の準備  

ア 参加者がマスクを準備しているか確認すること  

イ 参加の受付、着替え、ミーティング、開会式、閉会式、表彰式等の運動を行っていない間 

については、マスクの着用を求めること  

③大会参加前後の留意事項 

   ア 大会の前後のミーティング等においても、３つの密を避けること  

イ 会話時にマスクを着用するなどの感染対策に十分に配慮すること 

 

 



（６）競技上の留意点 

①十分な距離の確保 

ア 競技の種類に関わらず、運動をしていない間も含め、感染予防の観点から、周囲の人と 

なるべく距離を空けること 

イ 強度が高い競技の場合は、呼気が激しくなるため、より一層距離を空けること  

ウ 水泳時などでマスクをしていない場合には、十分な距離を空けるよう特に留意をする必要 

があること（感染予防の観点から、できるだけ２ｍ以上、少なくとも１～２ｍの距離を空 

けることが適当である） 

②タオルやペットボトル等の共用はしないこと  

③飲みきれなかったスポーツドリンク等は持ち帰ること 

④競技特性による感染防止については、各専門部の指示に従うこと 

指示１ 面をつける場合は、面マスクとマウスシールドを必ず着用すること。 

それ以外の時間も必ずマスクを着用すること。その際のマスクは、面マスクでも良い。 

 

  指示２ 試合前のアップ時は、極力発声を抑える。 

ただし、試合中の発声や、鍔競り合いに関する事項、引き技に関する事項などに 

ついての細かな指示は、大会や練成会ごとに申し合わせ事項として指示をする。 

 

  指示３ 試合会場の広さ等を考慮して、試合場に入れる人数を制限すること。また、保護者 

や応援者についても、人数制限を設けて、いわゆる「３密」を避けるよう配慮する 

こと。 

 

  指示４ 剣道具や竹刀等、自分のものが破損した場合、他人に借りたりしない。 

 

  指示５ 試合会場が開館する時間より後に会場に到着するようにする。開場時間まで並 

んで待つことで起こる「密」の状態を極力避けるように、参加者全員で協力する。 

 

⑤当面、無観客で開催、または大会規模や施設の利用制限等に応じ、人数制限を行うこと 

⑥当面、開閉会式は実施しないこと（実施する場合には、規模縮小、時間短縮を行うこと） 

 

（７）生徒が遵守すべき事項 

①次の事項に該当する場合は、顧問が責任をもって参加を見合わせること（大会当日に書面で 

確認を行う） 

ア 体調がよくない場合 （例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）  

イ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

ウ 過去 14日以内に新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合 

エ 過去 14日以内にクラスター発生施設への滞在歴がある場合 

オ 過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等 

への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

② マスクを持参すること 

（参加受付時、着替え時、ミーティング、開会式、閉会式、表彰式等の運動を行っていな 

い際や会話をする際には マスクを着用すること）  



③ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること  

④ 他の参加者、主催者スタッフ等との距離（できるだけ２ｍ以上、少なくとも１～２ｍ）を 

確保すること  

⑤ 大会中に大きな声で会話、応援等をしないこと  

⑥ 感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと  

⑦ 大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して 

速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること  

⑧ 大会の前後のミーティングにおいても、３つの密を避けること 

⑨ ゴミは各自で持ち帰ること 

⑩ タオルやペットボトル等の共用はしないこと 

 

（８）大会参加者の感染が判明した場合の対応 

 ①大会前 

ア 当該部員、顧問、濃厚接触者と特定された者の出場は認めない 

イ 団体競技においては、参加申込後の生徒変更を認める 

ウ 個人競技においては、欠場とする 

 ②大会期間中 

ア 大会中に発熱等の症状を訴える者を確認した場合は、当該生徒の保護者に連絡し、当該生

徒を安全に帰宅させる（状況によっては保護者に迎えに来てもらうこと） 

ウ 安全に帰宅できるまでの間、会場にとどまるケースを想定し、他の者と接触を避けられる

よう、別室で待機させるなどの配慮を行う 

 ③大会後 

  ア 感染者の所属する学校や行政機関の指示に従うこと 

  イ 当該の専門部は、速やかに事故報告書を作成し、県中体連事務局と感染者が参加した大会

当日に会場内にいたすべての者に連絡をすること 

 

（９）その他 

 ①会場への移動等は各学校で責任をもって集団感染のリスク（３密の条件）を避けること 

 ②今後、社会情勢が大きく変化し、通常の社会生活に戻るなどした場合の対応は、上記の限り 

ではない 

 



【注意事項】
※１Fには選手・監督・審判・役員・役員生徒のみ入れます。
　 選手は選手証を持ってください。
※選手のメインアリーナへの出入りは観覧席横の階段を使用します。
※保護者の方は選手がすべて入場したのち入場をお願いいたします。
　 保護者の方は事前に配付されたリストバンドをつけてください。
※館内での移動は靴を履いてください。
※応援席は指定されています。
※貴重品の管理は各校でお願いいたします。
※使用した観覧席は各自で消毒をお願いいたします。

救護

女子更衣室

役員控室

審判控室

来賓控室

救護：医務室

監督審判受付：ロビー

中体連大会本部

保
護

者
受

付
：

ロ
ビ

ー

役員生徒控室



管理番号 学校名 市町村名 ﾌﾞﾛｯｸ 順位 管理番号 学校名 市町村名 ﾌﾞﾛｯｸ 順位

1 潮田 横浜市 横浜 1位 1 潮田 横浜市 横浜 1位

2 都田 横浜市 横浜 2位 2 六角橋 横浜市 横浜 2位

3 浅野 横浜市 横浜 3位 3 戸塚 横浜市 横浜 3位

4 横浜 横浜市 横浜 3位 4 保土ケ谷 横浜市 横浜 3位

5 旭北 横浜市 横浜 5位 5 瀬谷 横浜市 横浜 5位

6 川和 横浜市 横浜 5位 6 浜 横浜市 横浜 5位

7 保土ケ谷 横浜市 横浜 5位 7 川和 横浜市 横浜 5位

8 戸塚 横浜市 横浜 5位 8 神大附属 横浜市 横浜 5位

9 六角橋 横浜市 横浜 9位 9 樽町 横浜市 横浜 9位

10 岡村 横浜市 横浜 9位 10 西本郷 横浜市 横浜 9位

11 関東学院 横浜市 横浜 9位 11 日吉台 横浜市 横浜 9位

12 平戸 横浜市 横浜 9位 12 旭北 横浜市 横浜 9位

13 本宿 横浜市 横浜 9位 13 岡津 横浜市 横浜 9位

14 原 横浜市 横浜 9位 14 市場 横浜市 横浜 9位

15 大綱 横浜市 横浜 9位 15 舞岡 横浜市 横浜 9位

16 慶応普通部 横浜市 横浜 9位 16 岩崎 横浜市 横浜 9位

17 桐蔭中等教育 横浜市 横浜 17位 17 南 横浜市 横浜 17位

18 市場 横浜市 横浜 17位 18 茅ケ崎 横浜市 横浜 17位

19 向丘 川崎市 川崎 1位 19 稲田 川崎市 川崎 1位

20 桐光学園 川崎市 川崎 2位 20 川中島 川崎市 川崎 2位

21 塚越 川崎市 川崎 3位 21 西中原 川崎市 川崎 3位

22 金程 川崎市 川崎 4位 22 宮崎 川崎市 川崎 4位

23 稲田 川崎市 川崎 5位 23 金程 川崎市 川崎 5位

24 川中島 川崎市 川崎 6位 24 向丘 川崎市 川崎 6位

25 白鳥 川崎市 川崎 7位 25 有馬 川崎市 川崎 7位

26 大津 横須賀市 横須賀 1位 26 久里浜 横須賀市 横須賀 1位

27 追浜 横須賀市 横須賀 2位 27 追浜 横須賀市 横須賀 2位

28 旭が丘 寒川町 湘南 1位 28 湘洋 藤沢市 湘南 1位

29 茅ケ崎第一 茅ケ崎市 湘南 2位 29 旭が丘 寒川町 湘南 2位

30 六会 藤沢市 湘南 3位 30 六会 藤沢市 湘南 3位

31 湘洋 藤沢市 湘南 4位 31 藤ヶ岡 藤沢市 湘南 4位

32 国大附属鎌倉 鎌倉市 湘南 4位 32 大船 鎌倉市 湘南 4位

33 滝の沢 藤沢市 湘南 4位 33 鶴が台 茅ヶ崎市 湘南 4位

34 浜岳 平塚市 中 1位 34 伊勢原 伊勢原市 中 1位

35 伊勢原 伊勢原市 中 2位 35 中原 平塚市 中 2位

36 山王 伊勢原市 中 3位 36 大住 平塚市 中 3位

37 金旭 平塚市 中 3位 37 浜岳 平塚市 中 3位

38 東海大相模 相模原市 相模原 1位 38 田名 相模原市 相模原 1位

39 田名 相模原市 相模原 2位 39 共和 相模原市 相模原 2位

40 相陽 相模原市 相模原 3位 40 大沢 相模原市 相模原 3位

41 清新 相模原市 相模原 3位 41 相陽 相模原市 相模原 3位

42 大野南 相模原市 相模原 5位 42 中野 相模原市 相模原 5位

43 愛川中原 愛川町 県央 1位 43 引地台 大和市 県央 1位

44 相模 座間市 県央 2位 44 柏ケ谷 海老名市 県央 2位

45 柏ケ谷 海老名市 県央 3位 45 渋谷 大和市 県央 3位

46 城山 綾瀬市 県央 3位 46 鶴間 大和市 県央 3位

47 足柄台 南足柄市 県西 1位 47 湘光 大井町 県西 1位

48 鴨宮 小田原市 県西 2位 48 湯河原 湯河原町 県西 2位

第５５回神奈川県中学校総合体育大会・第６０回神奈川県中学校剣道大会
男子団体 女子団体



管理番号 氏名 学校 市町村名 ﾌﾞﾛｯｸ 順位 管理番号 氏名 学校 市町村名 ﾌﾞﾛｯｸ 順位

1 小幡　真弘 潮田 横浜市 横浜 1位 1 石井　茉俐 潮田 横浜市 横浜 1位

2 若木　龍之介 六角橋 横浜市 横浜 2位 2 服部　咲空 潮田 横浜市 横浜 2位

3 大嶋　英敬 川和 横浜市 横浜 3位 3 苅部　心花 潮田 横浜市 横浜 3位

4 米田　祐輝 日大 横浜市 横浜 3位 4 髙松　心幸 戸塚 横浜市 横浜 3位

5 志良堂　生織 潮田 横浜市 横浜 5位 5 片山　可奈子 関東学院 横浜市 横浜 5位

6 黒川　晃樹 保土ケ谷 横浜市 横浜 5位 6 荒川　結衣花 上郷 横浜市 横浜 5位

7 緒方　品向大 大綱 横浜市 横浜 5位 7 大竹　智恵 金沢 横浜市 横浜 5位

8 小室　優斗 潮田 横浜市 横浜 5位 8 髙山　凜 戸塚 横浜市 横浜 5位

9 北垣　圭悟 横浜 横浜市 横浜 9位 9 小野　茉倫 十日市場 横浜市 横浜 9位

10 浅田　武輝 蒔田 横浜市 横浜 9位 10 竹村　綾佳 富岡 横浜市 横浜 9位

11 渡辺　亮太 霧が丘義務 横浜市 横浜 9位 11 三崎　芽夢 潮田 横浜市 横浜 9位

12 岸　英汰 潮田 横浜市 横浜 9位 12 小林　日菜乃 岡津 横浜市 横浜 9位

13 佐藤　拓天 慶応普通部 横浜市 横浜 9位 13 漆原　純麗 鴨志田 横浜市 横浜 9位

14 星野　啓 関東学院 横浜市 横浜 9位 14 松元　美里 新田 横浜市 横浜 9位

15 柴田　育太朗 慶応普通部 横浜市 横浜 9位 15 飯塚　陽菜 万騎が原 横浜市 横浜 9位

16 稲葉　駿斗 横浜 横浜市 横浜 9位 16 佐藤　さくら 東鴨居 横浜市 横浜 9位

17 三矢　晴貴 桐蔭中等教育 横浜市 横浜 17位 17 川地　優月 岩崎 横浜市 横浜 17位

18 櫛舎　岳穂 戸塚 横浜市 横浜 17位 18 池田　紗香 川和 横浜市 横浜 17位

19 八木　煌世 桐光学園 川崎市 川崎 1位 19 斉藤　杏梨 稲田 川崎市 川崎 1位

20 二見　優成 稲田 川崎市 川崎 2位 20 木村　花恋 平間 川崎市 川崎 2位

21 柿川　奏 塚越 川崎市 川崎 3位 21 西野　優希 宮崎 川崎市 川崎 3位

22 井上　寛永 桐光学園 川崎市 川崎 4位 22 矢澤　綾香 生田 川崎市 川崎 4位

23 田中　泰一 平間 川崎市 川崎 5位 23 中川　侑香 洗足学園 川崎市 川崎 5位

24 松井　幹太 向丘 川崎市 川崎 6位 24 神田　舞美 南生田 川崎市 川崎 6位

25 宮嶋　太陽 南生田 川崎市 川崎 7位 25 郡山　朋花 橘 川崎市 川崎 7位

26 天野　翔太 大津 横須賀市 横須賀 1位 26 向井　優依 坂本 横須賀市 横須賀 1位

27 菊池　誠桜 武山 横須賀市 横須賀 2位 27 佐藤　はな 武山 横須賀市 横須賀 2位

28 宮木　咲太朗 旭が丘 寒川町 湘南 1位 28 眞木　鈴奈 鶴が台 茅ヶ崎市 湘南 1位

29 菅　倖千 鵠沼 藤沢市 湘南 2位 29 潮﨑　明 湘洋 藤沢市 湘南 2位

30 田隝　十生 寒川 寒川町 湘南 3位 30 己斐　そら 旭が丘 寒川町 湘南 3位

31 岡　一輝 湘南学園 藤沢市 湘南 4位 31 佐々木　優里 旭が丘 寒川町 湘南 4位

32 澤田　海都 茅ケ崎第一 茅ケ崎市 湘南 4位 32 大嵩　菜月 寒川 寒川町 湘南 4位

33 羽入　祥太郎 国大附属鎌倉 鎌倉市 湘南 4位 33 安那　紗恵 湘洋 藤沢市 湘南 4位

34 大内　凛 浜岳 平塚市 中 1位 34 小林　あかり 中原 平塚市 中 1位

35 今井　月翔 金旭 平塚市 中 2位 35 前田　華穂 浜岳 平塚市 中 2位

36 松岡　陽輝 金旭 平塚市 中 3位 36 大城　桃子 大住 平塚市 中 3位

37 栗山　凜也 浜岳 平塚市 中 3位 37 小島　真依 伊勢原 伊勢原市 中 3位

38 岡田　寛太郎 東海大相模 相模原市 相模原 1位 38 小林　真緒 田名 相模原市 相模原 1位

39 先坊　柊佑 東海大相模 相模原市 相模原 2位 39 勝目　真優 田名 相模原市 相模原 2位

40 井上　港斗 鳥屋 相模原市 相模原 3位 40 千葉　鳳子 田名 相模原市 相模原 3位

41 岩切　慶吾 東海大相模 相模原市 相模原 3位 41 大貫　実玖 内出 相模原市 相模原 3位

42 田中　幹大 東海大相模 相模原市 相模原 5位 42 小嶋　奏 田名 相模原市 相模原 5位

43 佐藤　大雅 愛川中原 愛川町 県央 1位 43 小林　珠緒 愛川中原 愛川町 県央 1位

44 井上　柊 愛川中原 愛川町 県央 2位 44 秋山　茜 引地台 大和市 県央 2位

45 熊坂　瑠以 愛川中原 愛川町 県央 3位 45 木村　優奈 光丘 大和市 県央 3位

46 魚住　光我 相模 座間市 県央 3位 46 佐藤　しずく 城山 綾瀬市 県央 3位

47 丸尾　光駈 鴨宮 小田原市 県西 1位 47 鈴木　咲愛 湯河原 湯河原町 県西 1位

48 福島　陽 相洋 小田原市 県西 2位 48 加藤　陽妃 湯河原 湯河原町 県西 2位

第５５回神奈川県中学校総合体育大会・第６０回神奈川県中学校剣道大会
男子個人 女子個人



千葉　鳳子 石井　茉俐
(田名、相模原) (潮田、横浜)

片山　可奈子 小嶋　奏
(関東学院、横浜) (田名、相模原)

秋山　茜 竹村　綾佳
(引地台、県央) (富岡、横浜)

神田　舞美 矢澤　綾香
(南生田、川崎) (生田、川崎)

漆原　純麗 小野　茉倫
(鴨志田、横浜) (十日市場、横浜)

前田　華穂 小島　真依
(浜岳、中) (伊勢原、中)

眞木　鈴奈 向井　優依
(鶴が台、湘南) (坂本、横須賀)

松元　美里 中川　侑香
(新田、横浜) (洗足学園、川崎)

佐藤　はな 大竹　智恵
(武山、横須賀) (金沢、横浜)

池田　紗香 木村　優奈
(川和、横浜) (光丘、県央)

木村　花恋 小林　日菜乃
(平間、川崎) (岡津、横浜)

苅部　心花 佐々木　優里
(潮田、横浜) (旭が丘、湘南)

髙松　心幸 服部　咲空
(戸塚、横浜) (潮田、横浜)

佐藤　しずく 安那　紗恵
(城山、県央) (湘洋、湘南)

潮﨑　明 大城　桃子
(湘洋、湘南) (大住、中)

鈴木　咲愛 斉藤　杏梨
(湯河原、県西) (稲田、川崎)

三崎　芽夢 加藤　陽妃
(潮田、横浜) (湯河原、県西)

小林　あかり 小林　珠緒
(中原、中) (愛川中原、県央)

大貫　実玖 佐藤　さくら
(内出、相模原) (東鴨居、横浜)

川地　優月 郡山　朋花
(岩崎、横浜) (橘、川崎)

西野　優希 髙山　凜
(宮崎、川崎) (戸塚、横浜)

己斐　そら 大嵩　菜月
(旭が丘、湘南) (寒川、湘南)

荒川　結衣花 飯塚　陽菜
(上郷、横浜) (万騎が原、横浜)

勝目　真優 小林　真緒
(田名、相模原) (田名、相模原)
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4-4
8-4

48 ，
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都田 東海大相模
(横浜市、横浜) (相模原市、相模原)

相陽 城山
(相模原市、相模原) (綾瀬市、県央)

鴨宮 原
(小田原市、県西) (横浜市、横浜)

金旭 関東学院
(平塚市、中) (横浜市、横浜)

追浜 湘洋
(横須賀市、横須賀) (藤沢市、湘南)

旭北 稲田
(横浜市、横浜) (川崎市、川崎)

愛川中原 大津
(愛川町、県央) (横須賀市、横須賀)

本宿 平戸
(横浜市、横浜) (横浜市、横浜)

旭が丘 浜岳
(寒川町、湘南) (平塚市、中)

岡村 六角橋
(横浜市、横浜) (横浜市、横浜)

川中島 六会
(川崎市、川崎) (藤沢市、湘南)

桐光学園 向丘
(川崎市、川崎) (川崎市、川崎)

川和 浅野
(横浜市、横浜) (横浜市、横浜)

白鳥 茅ケ崎第一
(川崎市、川崎) (茅ケ崎市、湘南)

柏ケ谷 桐蔭中等教育
(海老名市、県央) (横浜市、横浜)

保土ケ谷 足柄台
(横浜市、横浜) (南足柄市、県西)

金程 市場
(川崎市、川崎) (横浜市、横浜)

田名 塚越
(相模原市、相模原) (川崎市、川崎)

戸塚 山王
(横浜市、横浜) (伊勢原市、中)

国大附属鎌倉 清新
(鎌倉市、湘南) (相模原市、相模原)

大綱 慶応普通部
(横浜市、横浜) (横浜市、横浜)

滝の沢 大野南
(藤沢市、湘南) (相模原市、相模原)

伊勢原 相模
(伊勢原市、中) (座間市、県央)

横浜 潮田
(横浜市、横浜) (横浜市、横浜)

第５５回神奈川県中学校総合体育大会・第６０回神奈川県中学校剣道大会
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23 ， 47 ，



北垣　圭悟 岩切　慶吾
(横浜、横浜) (東海大相模、相模原)

栗山　凜也 井上　寛永
(浜岳、中) (桐光学園、川崎)

井上　港斗 魚住　光我
(鳥屋、相模原) (相模、県央)

澤田　海都 菊池　誠桜
(茅ケ崎第一、湘南) (武山、横須賀)

井上　柊 志良堂　生織
(愛川中原、県央) (潮田、横浜)

星野　啓 佐藤　拓天
(関東学院、横浜) (慶応普通部、横浜)

八木　煌世 大内　凛
(桐光学園、川崎) (浜岳、中)

羽入　祥太郎 渡辺　亮太
(国大附属鎌倉、湘南) (霧が丘義務、横浜)

若木　龍之介 二見　優成
(六角橋、横浜) (稲田、川崎)

柴田　育太朗 菅　倖千
(慶応普通部、横浜) (鵠沼、湘南)

田中　幹大 緒方　品向大
(東海大相模、相模原) (大綱、横浜)

岸　英汰 丸尾　光駈
(潮田、横浜) (鴨宮、県西)

宮木　咲太朗 小幡　真弘
(旭が丘、湘南) (潮田、横浜)

黒川　晃樹 岡　一輝
(保土ケ谷、横浜) (湘南学園、湘南)

福島　陽 松岡　陽輝
(相洋、県西) (金旭、中)

今井　月翔 稲葉　駿斗
(金旭、中) (横浜、横浜)

熊坂　瑠以 宮嶋　太陽
(愛川中原、県央) (南生田、川崎)

天野　翔太 佐藤　大雅
(大津、横須賀) (愛川中原、県央)

小室　優斗 先坊　柊佑
(潮田、横浜) (東海大相模、相模原)

松井　幹太 浅田　武輝
(向丘、川崎) (蒔田、横浜)

櫛舎　岳穂 田隝　十生
(戸塚、横浜) (寒川、湘南)

米田　祐輝 三矢　晴貴
(日大、横浜) (桐蔭中等教育、横浜)

田中　泰一 柿川　奏
(平間、川崎) (塚越、川崎)

岡田　寛太郎 大嶋　英敬
(東海大相模、相模原) (川和、横浜)
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潮田 湘洋
(横浜市、横浜) (藤沢市、湘南)

湯河原 相陽
(湯河原町、県西) (相模原市、相模原)

川中島 宮崎
(川崎市、川崎) (川崎市、川崎)

六会 岩崎
(藤沢市、湘南) (横浜市、横浜)

日吉台 金程
(横浜市、横浜) (川崎市、川崎)

共和 保土ケ谷
(相模原市、相模原) (横浜市、横浜)

引地台 湘光
(大和市、県央) (大井町、県西)

大船 西本郷
(鎌倉市、湘南) (横浜市、横浜)

市場 中原
(横浜市、横浜) (平塚市、中)

有馬 樽町
(川崎市、川崎) (横浜市、横浜)

岡津 渋谷
(横浜市、横浜) (大和市、県央)

久里浜 戸塚
(横須賀市、横須賀) (横浜市、横浜)

大住 柏ケ谷
(平塚市、中) (海老名市、県央)

鶴間 瀬谷
(大和市、県央) (横浜市、横浜)

川和 向丘
(横浜市、横浜) (川崎市、川崎)

浜 神大附属
(横浜市、横浜) (横浜市、横浜)

鶴が台 浜岳
(茅ヶ崎市、湘南) (平塚市、中)

伊勢原 稲田
(伊勢原市、中) (川崎市、川崎)

追浜 旭が丘
(横須賀市、横須賀) (寒川町、湘南)

旭北 中野
(横浜市、横浜) (相模原市、相模原)

大沢 舞岡
(相模原市、相模原) (横浜市、横浜)

茅ケ崎 南
(横浜市、横浜) (横浜市、横浜)

西中原 藤ヶ岡
(川崎市、川崎) (藤沢市、湘南)

六角橋 田名
(横浜市、横浜) (相模原市、相模原)
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【応援席に関する諸注意＆お願い】 

 

 １ １校およそ 3 列座席があります。 

 ２ 基本的に試合場近くに席を割り振りました。トーナメント番号を参照の上、自校の割

り振られた席を使用して下さい。場所によっては狭い区画がありますがご了承下さ

い。 

 ３ 感染症対策のため 1 席ずつ間隔を空けて座って下さい。 

 ４ 個人戦出場者の席は本部裏側にあります。譲り合って利用してください。  

 ５ 最前列は１試合ごとの交代制で、試合をしている学校の応援者優先席です。試合が終

わりましたら利用した座席の消毒をご協力お願い致します。 

 ６ 分かりづらい点があり、ご不便おかけしますが、ご理解ご協力いただけると幸いです。 
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